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組織改正および人事異動、取締役人事のお知らせ 

ＮＳＷ（日本システムウエア株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員社長：多田尚二）

は、本日開催の取締役会において、下記のとおり４月１日付の組織改正および人事異動、ならびに新任

取締役候補者の選任を内定しましたのでお知らせいたします。なお、新任取締役につきましては、６月

下旬の株主総会を経て正式決定される予定です。 

 

記 

 

1. 組織改正（4月 1日付） 

1.1 目的 

・ＩＴソリューション事業およびプロダクトソリューション事業における各事業の強化・拡大を図るとともに、

今後の事業展開を見据え、事業推進体制を再編する。 

・事業環境の変化と事業内容に即した組織および組織名称の見直しを行う。 

 

1.2 内容 

（１）ＩＴソリューション事業本部 

①ＩＴソリューション事業本部をエンタープライズソリューション事業本部に改称する。 

②同事業本部ビジネスソリューション事業部をリテール事業部とＥＲＰ事業部に分割する。リテール事業

部は流通・小売業向けビジネスを、ＥＲＰ事業部は製造業、物流業向けＥＲＰビジネスを推進する。 

③同事業本部フィナンシャルソリューション事業部をフィナンシャル事業部に、同事業本部公共・社会

インフラソリューション事業部をパブリック事業部に改称する。 

 

（２）プロダクトソリューション事業本部 

①プロダクトソリューション事業本部をエンベデッドソリューション事業本部とデバイスソリューション事業

本部に分割する。 

②エンベデッドソリューション事業本部には、事業企画部、営業統括部、モビリティ事業部、ネットワーク

事業部、エッジコンピューティング事業部を設置し、製造分野に関わる機器およびシステムの設計・

開発を行う組織とする。 

③デバイスソリューション事業本部には、事業企画部、営業統括部、システム事業部、デバイス事業部

を設置し、ハードウエアシステムならびに大規模なシステムＬＳＩの設計・開発を行う組織とする。 

 

（３）コーポレート本部 

①コーポレート本部をコーポレートサービス本部に改称する。 

②同本部経営管理部を情報システム部に改称する。 

 2022年 2月 21日 

各 位   

 会 社 名 
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1.3 組織図 

別紙１のとおり 

 

 

2. 人事異動（4月 1日付） 

別紙２のとおり 

 

 

3. 取締役人事（6月下旬） 

別紙２のとおり 

 

新任取締役監査等委員候補者 

氏  名 佐野 滋（さの しげる） 

生年月日 1959年 10月 25日（62歳） 

略  歴 1982年 4月  日本電気株式会社 入社 

 2003年 10月  同社 経理部管理室長 

 2005年 7月   NEC(中国)有限公司 Senior VicePresident 

 2010年 4月   NEC ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ株式会社(現：NEC VALWAY株式会社) 非常勤監査役 

 2010年 4月   NEC ﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 経営企画管理本部長代理 

   兼 経営企画管理本部経理部長 

 2015年 6月   NEC ｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ株式会社 常勤監査役 

 2021年 7月   当社入社 内部監査室長（現職） 

以上 



別紙1（1．組織改正）

営業統括部

日本システムウエア株式会社　組織図

2022年4月1日

エンタープライズソリューション事業本部 事業企画部

ＥＲＰ事業部

フィナンシャル事業部

パブリック事業部

経

営
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サービスソリューション事業本部 事業企画部

営業統括部

ビジネスイノベーション事業部

営業統括部

リテール事業部
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会
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長

エンベデッドソリューション事業本部 事業企画部

クラウドサービス事業部

ビジネスプロセスサービス事業部

コーポレートサービス本部 企画室
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査

等

委

員

会

内

部

監

査

室
エッジコンピューティング事業部

デバイスソリューション事業本部 事業企画部

モビリティ事業部 

ネットワーク事業部

情報システム部

総務人事部

経理部

営業統括部

システム事業部 

デバイス事業部
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別紙2（2．人事異動、3.　取締役人事）

日本システムウエア株式会社 2022年2月21日
株式コード　9739

2022年4月1日付

新役職 旧役職 氏　　名
取締役
執行役員専務
デバイスソリューション事業本部長
エンベデッドソリューション事業本部担当
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事長

取締役
執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部長
ITソリューション事業本部担当
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事長

阿部　徳之

取締役
執行役員専務
コーポレートサービス本部長
ＮＳＷウィズ株式会社　代表取締役社長

取締役
執行役員常務
コーポレート本部長
ＮＳＷウィズ株式会社　代表取締役社長

須賀　譲

取締役
執行役員常務
サービスソリューション事業本部長
エンタープライズソリューション事業本部担当

取締役
執行役員
サービスソリューション事業本部長
兼ビジネスイノベーション事業部長

竹村　大助

執行役員副社長
営業担当

執行役員専務
プロダクトソリューション事業本部長補佐

小関　誠一

執行役員常務
エンベデッドソリューション事業本部長

執行役員
プロダクトソリューション事業本部インダストリソリューション事
業部長

我妻　誠

執行役員常務
エンタープライズソリューション事業本部長

執行役員常務
ＩＴソリューション事業本部長
兼営業統括部長

山田　武史

執行役員
デバイスソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

執行役員常務
プロダクトソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

市川　照明

執行役員
エンタープライズソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

執行役員常務
ＩＴソリューション事業本部副事業本部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

山口　真吾

執行役員
エンベデッドソリューション事業本部副事業本部長
兼モビリティ事業部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事

執行役員
プロダクトソリューション事業本部副事業本部長
兼モビリティソリューション事業部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事

岡部　晴美

執行役員
サービスソリューション事業本部副事業本部長
兼クラウドサービス事業部長
ＮＳＷテクノサービス株式会社　取締役

執行役員
サービスソリューション事業本部副事業本部長
兼クラウドサービス事業部長

大島　幸司

執行役員
コーポレートサービス本部副本部長
兼情報システム部長

執行役員
コーポレート本部副本部長
兼経営管理部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　監事

西田　隆二

執行役員
エンベデッドソリューション事業本部営業担当

執行役員
プロダクトソリューション事業本部付

上野　伸二

執行役員
デバイスソリューション事業本部営業統括部長

執行役員
プロダクトソリューション事業本部営業統括部長

福田　拓造

執行役員
エンタープライズソリューション事業本部フィナンシャル事業
担当

執行役員
ＩＴソリューション事業本部副事業本部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事

小山　文雄

執行役員
エンタープライズソリューション事業本部付

執行役員
ＩＴソリューション事業本部付

長正　聡

新　　　職 旧　　　職 氏　　名
■エンタープライズソリューション事業本部 ■ＩＴソリューション事業本部

事業企画部長 － 桐林　亨

営業統括部長 営業統括部副営業統括部長 佐藤　正芳

リテール事業部長 ビジネスソリューション事業部長
兼リテールソリューション部長

三塚　信也

＜役員人事＞

＜一般人事＞

（下線部分が新役職）
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リテール事業部副事業部長
兼クラウドインフラソリューション部長

公共・社会インフラソリューション事業部副事業部長
兼社会インフラソリューション部長

渡邉　哲也

リテール事業部リテールソリューション部長 ビジネスソリューション事業部リテールソリューション部副部長 鈴木　匡

リテール事業部スマートリテール部長 ビジネスソリューション事業部システムソリューション部副部長 宮澤　雄太

ＥＲＰ事業部長
兼マニュファクチャリングソリューション部長

ビジネスソリューション事業部製造ソリューション部長 天艸　喜志

ＥＲＰ事業部副事業部長
兼インダストリーソリューション部長

ビジネスソリューション事業部システムソリューション部長 残間　友子

ＥＲＰ事業部マニュファクチャリングソリューション部副部長 ビジネスソリューション事業部製造ソリューション部副部長 藤原　令

ＥＲＰ事業部ロジスティクスソリューション部長 ビジネスソリューション事業部ロジスティクスソリューション部長 福田　実

ＥＲＰ事業部ロジスティクスソリューション部副部長 ビジネスソリューション事業部ロジスティクスソリューション副部
長

土井　俊文

フィナンシャル事業部長 フィナンシャルソリューション事業部長 花井　朋之

フィナンシャル事業部インシュアランスソリューション部長 フィナンシャルソリューション事業部第二フィナンシャルソ
リューション部長

重永　裕也

フィナンシャル事業部インシュアランスソリューション部副部
長

フィナンシャルソリューション事業部第一フィナンシャルソ
リューション部副部長

瀬川　博文

フィナンシャル事業部フィナンシャルテクロノジー部長 フィナンシャルソリューション事業部第一フィナンシャルソ
リューション部長

小野　彰子

フィナンシャル事業部フィナンシャルテクロノジー部副部長 － 中川　実

パブリック事業部長 公共・社会インフラソリューション事業部長
兼官公システム部長

一瀬　一也

パブリック事業部副事業部長
兼ソーシャルセキュリティ部長

事業企画部長 廣瀬　賢一

パブリック事業部パブリックソリューション部長 公共・社会インフラソリューション事業部社会保障ソリューショ
ン部長

山本　昌孝

パブリック事業部パブリックソリューション部副部長 公共・社会インフラソリューション事業部社会保障ソリューショ
ン部副部長

増川　哲宏

パブリック事業部ソーシャルセキュリティ部副部長 公共・社会インフラソリューション事業部社会保障ソリューショ
ン部副部長

菜花　章良

パブリック事業部プラットフォームインテグレーション部長 公共・社会インフラソリューション事業部社会インフラソリュー
ション部副部長

漆川　真二

パブリック事業部プラットフォームインテグレーション部副部
長

公共・社会インフラソリューション事業部官公システム部副部
長

中川　恭介

■サービスソリューション事業本部 ■サービスソリューション事業本部

営業統括部副営業統括部長
兼第一営業部長

－ 中山　大輔

ビジネスイノベーション事業部長 ビジネスイノベーション事業部副事業部長
兼デジタルテクノロジー部長

大久保　勝

ビジネスイノベーション事業部副事業部長
兼ＩｏＴビジネス部長

営業統括部第一営業部長 大野　博隆

ビジネスイノベーション事業部ＩｏＴビジネス部副部長 ビジネスイノベーション事業部ＩｏＴビジネス部長 孫　偉

ビジネスイノベーション事業部ＷＥＢサービス部副部長 － 谷戸　美帆

ビジネスイノベーション事業部デジタルテクノロジー部長 － 上西　篤史

ビジネスイノベーション事業部デジタルテクノロジー部副部長 － 坂口　真亮

クラウドサービス事業部副事業部長
兼サービスインテグレーション部長

クラウドサービス事業部サービスインテグレーション部長 遠藤　重樹

クラウドサービス事業部サービスインテグレーション部副部長 － 雨宮　幸永

ビジネスプロセスサービス事業部副事業部長
兼デジタルプラットフォーム部長

ビジネスプロセスサービス事業部デジタルプラットフォーム部
長

羽入田　聡

ビジネスプロセスサービス事業部ファクトリーオートメーション
部長

－ 市川　祐一
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ビジネスプロセスサービス事業部ファクトリーオートメーション
部副部長

－ 河野　靖範

■エンベデッドソリューション事業本部 ■プロダクトソリューション事業本部

事業企画部長 事業企画部長 永安　敦夫

営業統括部長
兼第二営業部長

営業統括部副営業統括部長
兼第二営業部長

戸田　明

営業統括部第一営業部長 営業統括部第一営業部長 西村　仁良

モビリティ事業部副事業部長
兼モビリティシステム部長

モビリティソリューション事業部ＣＡＳＥシステム部副部長 松井　直毅

モビリティ事業部ＣＡＳＥシステム部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　副総経理

－
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　副総経理

松本　太地

モビリティ事業部ＣＡＳＥシステム部副部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　董事兼総経理

モビリティソリューション事業部副事業部長
兼オートモーティブシステム部長
兼ＣＡＳＥシステム部長
京石刻恩信息技術(北京)有限公司　総経理

米倉　芳浩

モビリティ事業部モビリティシステム部副部長 モビリティソリューション事業部オートモーティブシステム部副
部長

伊藤　淳

ネットワーク事業部長 インダストリソリューション事業部エンベデッドテクノロジー部
長

篠原　範子

ネットワーク事業部ネットワークシステム部長 インダストリソリューション事業部ネットワークテクノロジー部副
部長

佐藤　全功

ネットワーク事業部ネットワークシステム部副部長 － 田中　勝浩

ネットワーク事業部モバイルシステム部長 モビリティソリューション事業部モバイルシステム部長 中村　紀朗

ネットワーク事業部ブロードキャストシステム部長 モビリティソリューション事業部モバイルシステム部副部長 鈴木　伸明

ネットワーク事業部ブロードキャストシステム部副部長 － 東　克尚

エッジコンピューティング事業部長
兼エッジシステム部長

インダストリソリューション事業部副事業部長 仲條　裕一

エッジコンピューティング事業部スマートシステム部長 インダストリソリューション事業部スマートテクノロジー部長 髙野　哲

エッジコンピューティング事業部スマートシステム部副部長 インダストリソリューション事業部スマートテクノロジー部副部
長

寺西　亨

エッジコンピューティング事業部エッジシステム部副部長 － 成瀬　武史

■デバイスソリューション事業本部 ■プロダクトソリューション事業本部

事業企画部長 事業企画部副事業企画部長 筒井　聡

営業統括部第一営業部長 営業統括部第三営業部長 中村　幸治

営業統括部第二営業部長 営業統括部第二営業部副部長 倉原　幸弘

システム事業部長
兼システムデザイン部長

インダストリソリューション事業部ネットワークテクノロジー部長 田中　宣好

システム事業部副事業部長
兼ＳｏＣデザイン部長

デバイスソリューション事業部副事業部長
兼ＳＯＣデザイン部長

吉田　明宏

システム事業部システムデザイン部副部長 － 桐原　崇

システム事業部プラットフォームデザイン部長 － 牛島　博記

システム事業部プラットフォームデザイン部副部長 インダストリソリューション事業部エンベデッドテクノロジー部
副部長

小林　英樹

デバイス事業部長 デバイスソリューション事業部長 黒木　和昭

デバイス事業部ロジックデザイン部長 デバイスソリューション事業部ＩＯＣデザイン部長 丸山　英晃

デバイス事業部ロジックデザイン部副部長 デバイスソリューション事業部ＳＯＣデザイン部副部長 陣内　裕之

デバイス事業部アナログデザイン部長 デバイスソリューション事業部アナログデザイン部副部長 佐瀨　公一
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デバイス事業部アナログデザイン部副部長 － 小山　武志

デバイス事業部フィジカルデザイン部長 デバイスソリューション事業部デバイスデザイン部長 八巻　修

デバイス事業部フィジカルデザイン部副部長 － 菅原　康

■コーポレートサービス本部 ■コーポレート本部 　

企画室長 企画室副室長 池ノ内　豊

2022年6月下旬

新　　　職 旧　　　職 氏　　名
取締役 監査等委員 内部監査室長 佐野　滋

内部監査室長 取締役 監査等委員 衛藤　 純二

以上

＜取締役人事＞（内定：6月下旬の株主総会を経て正式決定）
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